
別記様式第 1 号 別添 

浜の活力再生プラン 

 
１ 地域水産業再生委員会 

 

再生委員会の構成員 水津漁業協同組合 佐渡市農林水産課 

オブザーバー 新潟県佐渡地域振興局農林水産振興部水産庁舎 

新潟県漁業協同組合連合会両津支所 

※再生委員会の規約及び推進体制の分かる資料を添付すること 

 

対象となる地域の範囲

及び漁業の種類 

水津漁業協同組合管轄 

地域の範囲：佐渡市水津・片野尾・月布施・野浦・東強清水 

      東立島・蚫・赤玉・立間・豊岡・柿野浦・東鵜島 

      岩首 

漁業の種類：刺網漁業（１０名）、一本釣り漁業（２３名） 

      養殖漁業（３名）、採介藻漁業（２５名） 

      小型定置網漁業（１名）、サヨリ曳き網漁業（２名）、タ

コ箱漁業（２名） 

                     【合計 ６６名】 

 ※策定時点で対象となる漁業者数も記載すること 

 
２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

本委員会の対象地域（水津～岩首）は佐渡島の玄関口両津港から約１８㎞の東部に位置し小佐渡

山脈を背負い越佐海峡に面した海岸線約２０㎞を有する長い管内である。かつての基幹漁業であっ

たエビ籠漁業は、平成１７年に全滅し、平成１６年には約５２０ｔあった漁獲量は平成２７年には、

約３８％減少の３２１ｔとなった。また正組合員数も、平成１６年の１３６名が、平成２７年は６

６名と半分以下になっている。 

現在主体となっている漁業種類は刺網漁業で、当組合の総水揚げの８割を占めており、ズワイガ

ニ・メバル・カレイ類・ノドグロ・タラ・アンコウ等を漁獲している。その他、タコ箱やサザエ・

アワビ、ナマコ・天然アカモク・エゴノリ等を対象とした採介藻漁業、タイやアラを対象とした一

本釣り、アジやヒラメが中心の小型定置網、サヨリを対象とした汽船船曳網漁業が営まれている。 

養殖業も、ワカメを中心に行われているが、近年ではアカモク・コンブ・銀ザケにも取り組み始

めたところである。 

組織名 水津地区地域水産業再生委員会 

代表者名 会長  佐藤 愿 



漁獲されたものは、佐渡魚市場へ約６割、新潟市場へ約４割の割合で出荷され、佐渡魚市場には

カレイやイナダ等の比較的単価が安い魚介類を、新潟市場にはノドグロやウスメバル等の単価が高

い魚介類を出荷している。 

今後は、水揚げ量の減少や燃油・資材等の高騰、漁業者の高齢化、新規漁業者の減少等により厳

しくなっている漁業経営を改善するため、販路の拡大及び高付加価値化、高鮮度出荷体制の確立、

新規就業者の確保、漁業コスト削減に向けた取組を実施していく必要がある。 

刺網漁業では、かつて主要魚種であったスケトウダラやアンコウの水揚げが減少し現在はズワイ

ガニが主要魚種の１つとなっている。現状では選別の基準が個々の漁業者にゆだねられているた

め、品質のバラツキから、市場では低価格で取り扱われる現状がある。また、漁協や船上に鮮度を

保ち活出荷できる設備も少なく、選別の厳格化と高鮮度出荷による単価の向上が必要となってい

る。 

また、刺網漁業では、ズワイガニの他にノドグロやウスメバル等を漁獲しているが、刺網漁業は、

仕掛けてから数日後に網を揚げる場合もあるため、網にかかってから時間の経過した漁獲物は、水

揚げ時の鮮度が悪く、市場での評価も低くなってしまう。延縄漁業など、より鮮度の高い魚を供給

できる漁法を導入し、神経締め等により、鮮度が保てる鮮魚を供給する取組も必要となっている。 

加えて、当地区の刺網漁船は現在１０隻で平均年齢は７２歳と高齢化の一途をたどっており、そ

のうち後継者がいるのは僅か３隻しかいない。刺網漁業は水揚げ後に、網から魚を外すために 1 隻

あたり２～５名の人員が必要であるが、集落の高齢化により、陸の作業人員の確保も困難となって

いる。漁業を将来にわたって継続していくためには、漁業コストの削減に加えて、陸上作業が簡便

な漁業種類への導入についても、検討する必要がある。 

魚価向上の取組としては、これまで、漁協において、スルメイカを中心とした加工事業を実施し

ているが、近年は、原料のスルメイカの不漁により原料確保が困難となっている。当地区には時期

により安価となる魚種がある。今後はそれらの魚種を有効活用し、新たな加工品の開発を行い魚価

の向上や安定させることが課題となっている。 

新規就業者の確保については、漁協と水津漁業研究会が、平成５年より地元小中学校を対象とし

た水産教室（ふれあい体験学習）を実施・継続している。僅かではあるが、この体験を通じて、将

来の職業として漁業を目指した事例も見られ、新規就業者の確保に繋がっている。一方で、他地区

からの新規就業希望者にとっては、住居の確保が困難であり、漁業技術の習得期間中の地域の受入

体制が十分でないため、着業しやすい環境を整備する必要がある。 

 
（２）その他の関連する現状等 

離島漁業再生支援交付金により養殖・加工事業に取り組んでいる。今後は加工場を更に充実さ

せ養殖したものを加工販売していく取組も必要であり、また地元で水揚げされる未利用魚や低価

格魚を有効活用し加工品の販路拡大を図っていく必要がある。 

 
３ 活性化の取組方針 



（１）基本方針 
１．漁業収入向上のための取組 

①ズワイガニの活出荷と鮮度保持出荷体制の確立による魚価向上 

・刺網漁業で漁獲されるズワイガニの大きさ、足折れ等の選別・規格を明確にし、短期蓄養が

可能な活魚水槽の導入による出荷調整に取組むことで単価の向上を図る。 

 

②延縄漁業の導入と活〆・神経締めによる高鮮度出荷 

・刺網に比べ陸上作業が簡便な漁業種類として、延縄漁業の導入を図る。また、活〆・神経〆

等により高付加価値化を図る。 

 

③水産加工品の商品開発と販路拡大 

・現在はスルメイカの加工しか行っていないが、加工する魚種、加工品の品数、製造個数を増

やすため、女性部の活動を活発にし、漁業者、漁協も協力体制を構築する。また、新たな販

路を開拓することで、所得の向上に繋げる。 

 

④新規就業者の確保育成 

・漁協と漁業研究会で取組んでいる、小中学生への水産教室を継続し、若年層に対して漁業の

魅力を伝える。併せて、新規就業者のマッチングや研修、住居の斡旋を実施し、就業しやす

い環境の実現、就業後の育成サポートに努める。 

 

２. 漁業コスト削減のための取組 

①船底掃除と減速航行 

・漁船の燃費を向上させ経費の削減を図る。 

 

②漁業経営セーフティーネット構築事業への加入促進 

・漁業経営セーフティーネット構築事業への加入により、燃油価格の高騰に備える。 

 

 
（２）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置 

・漁業権行使規則により採捕できる水産動物の体長制限や禁漁期間を設けている。 

・知事許可において漁具・期間・区域・体長等に制限を設けている。 

 ※プランの取組に関連する漁業調整規則や漁業調整委員会指示等について記載する。 

 
（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載） 

 １年目（平成２８年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業収入を基準年比０％向上させる。 

取組内容は、進捗状況及び得られた成果等を踏まえて必要に応じて見直すこ

ととする。 

 

① ズワイガニの活出荷と鮮度保持出荷体制の確立による魚価向上 

・漁協と刺網漁業者は、漁連、行政と連携し１０月～４月に盛漁期を迎え

るズワイガニの魚価向上のため、先進地（石川県）の視察を行い、高値

で取り扱われている活魚出荷に向けた出荷体制を検討する。 

 

② 延縄漁業の導入と活〆・神経締めによる高鮮度出荷 



・漁協と刺網漁業者は、延縄漁業への転換を検討するため、延縄漁業の先

進地視察（石川県）を行う。 

 

③ 水産加工品の商品開発と販路拡大 

 ・漁協は漁業者、水津婦人部、水津漁業研究会と連携し、スルメイカ以外

の加工品製造、開発を検討する。 

 

④ 新規就業者の確保育成 

・漁協と水津漁業研究会は、現在実施している地元小中学校を対象とした 

漁船乗船体験や一夜干作りなどの加工体験、釣りの仕掛け作り等の漁業

体験が出来る水産教室を継続して実施し、漁業の知識と現状の周知を図

る。 

・漁協と漁業者は漁連、行政と連携し、新規漁業就業者総合支援事業を活

用し、漁業就業者の確保育成を図るため、新規漁業就業者と漁業者のマ

ッチングや研修、住居の斡旋等、着業体制の検討を行う。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により漁業コストを基準年より０％削減する。 

・漁船の燃費向上のため、船底清掃を定期的に実施するとともに、減速航

行を行うことにより燃料経費の削減を図る。 

・漁業経営セーフティーネット構築事業への加入により、燃油価格の高騰

に備える。 

活用する支援措

置等 

・離島漁業再生支援交付金（①、②、③） 

・新規漁業就業者総合支援事業（④） 

・漁業経営セーフティーネット構築事業（コスト削減） 

 
 ２年目（平成２９年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業収入を基準年比０．３％向上させる。 

取組内容は、進捗状況及び得られた成果等を踏まえて必要に応じて見直すこ

ととする。 

 

① ズワイガニの活出荷と鮮度保持出荷体制の確立による魚価向上 

・漁協と刺網漁業者は、漁連、行政と連携し、ズワイガニの活魚出荷のた

め、漁協施設内に新たに簡易水槽を１基設置し、試験的に新潟市場へ出

荷し、評価を分析する。 

 

② 延縄漁業の導入と活〆・神経締めによる高鮮度出荷 

・漁協と刺網漁業者は、延縄漁業の試験操業を開始する。併せて、漁獲さ

れたマダイやウスメバル、ノドグロ等をより高鮮度で出荷するため、専

門家を呼び活〆・神経〆の研修会を開催する。 

 

③水産加工品の商品開発と販路拡大 



 ・漁協は漁業者、水津婦人部、水津漁業研究会と連携し、地場産水産物の

消費拡大と加工品の品揃え増加を図るため、宗八カレイ、マダラなどの

加工品を試作する。 

 

④ 新規就業者の確保育成 

・漁協と水津漁業研究会は、現在実施している地元小中学校を対象とした 

漁船乗船体験や一夜干作りなどの加工体験、釣りの仕掛け作り等の漁業

体験が出来る水産教室を継続して実施し、漁業の知識と現状の周知を図

る。 

・漁協と漁業者は漁連、行政と連携し、新規漁業就業者総合支援事業を活

用し、漁業就業者の確保育成を図るため、新規漁業就業者と漁業者のマ

ッチングや研修、住居の斡旋等、着業体制の検討を行う。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により漁業コストを基準年より５．２％削減する。 

・漁船の燃費向上のため、船底清掃を定期的に実施するとともに、減速航

行を行うことにより燃料経費の削減を図る。 

・漁業経営セーフティーネット構築事業への加入により、燃油価格の高騰

に備える。 

活用する支援措

置等 

・離島漁業再生支援交付金（①、②、③） 

・新規漁業就業者総合支援事業（④） 

・漁業経営セーフティーネット構築事業（コスト削減） 

 
 ３年目（平成３０年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業収入を基準年比２．１％向上させる。 

取組内容は、進捗状況及び得られた成果等を踏まえて必要に応じて見直すこ

ととする。 

① ズワイガニの活出荷と鮮度保持出荷体制の確立による魚価向上 

・漁協と刺網漁業者は、漁連、行政と連携しズワイガニの規格基準（大き

さ、足折れ等）、タグ等の取付けによる差別化の検討をする。併せて、漁

協施設内に簡易水槽を３基増設し、活出荷体制の向上を図る。引き続き

新潟市場への出荷量を増し、島内の飲食店、旅館等や島外や関東圏への

出荷を検討する。 

 

② 延縄漁業の導入と活〆・神経締めによる高鮮度出荷 

・漁協と刺網漁業者は、昨年実施した試験操業の結果を踏まえ、本格的に

延縄漁業を開始する。併せて、定期的に研修会を行い活〆・神経〆の鮮

度保持技術の向上に努め、マダイ、ウスメバル、ノドグロ等の出荷規格

を決定する。 

 



③ 水産加工品の商品開発と販路拡大 

 ・漁協は漁業者、水津婦人部、水津漁業研究会と連携し、地場産水産物の

消費拡大と加工品の品揃え増加を図るため、宗八カレイの一夜干し、マ

ダラのみりん干しなどの加工品を製造する。 

・漁協と水津漁業研究会は、１１月に開催される佐渡さかな祭り等の島内

イベントに参加し、加工品のＰＲに努め、消費者の意見を聞き加工品を

改善する。併せて島内の旅館、ホテルへの供給、インターネット販売の

検討を行う。 

 

④ 新規就業者の確保育成 

・漁協と水津漁業研究会は、現在実施している地元小中学校を対象とした 

漁船乗船体験や一夜干作りなどの加工体験、釣りの仕掛け作り等の漁業

体験が出来る水産教室を継続して実施し、漁業の知識と現状の周知を図

る。 

・漁協と漁業者は漁連、行政と連携し、新規漁業就業者総合支援事業を活

用し、漁業就業者の確保育成を図るため、新規漁業就業者と漁業者のマ

ッチングや研修、住居の斡旋等、着業体制の検討を行う。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により漁業コストを基準年より５．２％削減する。 

・漁船の燃費向上のため、船底清掃を定期的に実施するとともに、減速航

行を行うことにより燃料経費の削減を図る。 

・漁業経営セーフティーネット構築事業への加入により、燃油価格の高騰

に備える。 

活用する支援措

置等 

・離島漁業再生支援交付金（①、②、③） 

・新規漁業就業者総合支援事業（④） 

・漁業経営セーフティーネット構築事業（コスト削減） 

 
 ４年目（平成３１年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業収入を基準年比２．７％向上させる。 

取組内容は、進捗状況及び得られた成果等を踏まえて必要に応じて見直すこ

ととする。 

 

① ズワイガニの活出荷と鮮度保持出荷体制の確立による魚価向上 

・漁協と刺網漁業者は、漁連、行政と連携し、活ズワイガニについて、規

格基準（大きさ、足折れ等）、タグ等の取付けによる差別化を行い引き続

き新潟市場へ出荷する。また、試験的に、島内の飲食店、旅館等や島外

や関東圏への活ズワイガニの販売を行い、その評価を分析する。 

 

② 延縄漁業の導入と活〆・神経締めによる高鮮度出荷 

・延縄漁業に着業した漁業者は、活〆・神経〆等の鮮度保持技術を確立し、



昨年度に決めた大きさ・入り数などの規格を遵守するための研修会を開

催し、魚価の向上を図ると共に、当地区の延縄漁業の拡大を図る。 

 

③ 水産加工品の商品開発と販路拡大 

 ・漁協は漁業者、水津婦人部、水津漁業研究会と連携し、地場産水産物の

消費拡大と加工品の品揃え増加を図るため、大量に漁獲され魚価安とな

っている宗八カレイの一夜干し、マダラのみりん干しなどの加工品を製

造する。 

 ・漁協と水津漁業研究会は、引き続き島内産直イベント等に参加すると

ともに、県内の産直イベントの参加し加工品を PRする。併せて島内の旅

館、ホテルへ供給し、地元の評価向上を目指すと共にインターネット販

売により販路拡大を図る。 

 

 

④ 新規就業者の確保育成 

・漁協と水津漁業研究会は、現在実施している地元小中学校を対象とした 

漁船乗船体験や一夜干作りなどの加工体験、釣りの仕掛け作り等の漁業

体験が出来る水産教室を継続して実施し、漁業の知識と現状の周知を図

る。 

・漁協と漁業者は漁連、行政と連携し、新規漁業就業者総合支援事業を活

用し、漁業就業者の確保育成を図る為、刺網漁業等と就業希望者のマッ

チング等を行い新規漁業就業者の着業環境を整える。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により漁業コストを基準年より５．２％削減する。 

・漁船の燃費向上のため、船底清掃を定期的に実施するとともに、減速航

行を行うことにより燃料経費の削減を図る。 

・漁業経営セーフティーネット構築事業への加入により、燃油価格の高騰

に備える。 

活用する支援措

置等 

・離島漁業再生支援交付金（①、②、③） 

・新規漁業就業者総合支援事業（④） 

・漁業経営セーフティーネット構築事業（コスト削減） 

 
 ５年目（平成３２年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業収入を基準年比３．４％向上させる。 

取組内容は、進捗状況及び得られた成果等を踏まえて必要に応じて見直すこ

ととする。 

① ズワイガニの活出荷と鮮度保持出荷体制の確立による魚価向上 

・漁協と刺網漁業者は、漁連、行政と連携し、規格基準（大きさ、足折れ

等）やタグを付けた活ズワイガニについて、新潟市場への出荷を継続す



ると共に、島内の飲食店や旅館等、県内及び関東圏の小規模飲食店への

出荷を行い知名度の向上を図りつつ魚価向上に繋げる。 

 

② 延縄漁業の導入と活〆・神経締めによる高鮮度出荷 

・延縄漁業に着業した漁業者は、活〆・神経〆等の鮮度保持を徹底し、決

められた大きさ・入り数などの規格を遵守して、マダイ・ウスメバル・

ノドグロ等を出荷し、魚価の向上を図る。併せて、地区内での延縄漁業

の普及・拡大を図るため、講習会を実施する。 

 

③ 水産加工品の商品開発と販路拡大 

 ・漁協は漁業者、水津婦人部、水津漁業研究会と連携し、地場産水産物の

消費拡大と加工品の品揃え増加を図るため、大量に漁獲され魚価安とな

っている宗八カレイの一夜干し、マダラのみりん干しなどの加工品を製

造する。 

・漁協と水津漁業研究会は、引き続き島内・県内の産直イベント等に参加

するとともに、小売店や居酒屋等に営業し、加工品の販売増加を図る。

併せて島内の旅館、ホテルへ供給し、地元の評価向上を目指すと共にイ

ンターネット販売により販路拡大を図る。 

 

 

④ 新規就業者の確保育成 

・漁協と水津漁業研究会は、現在実施している地元小中学校を対象とした 

漁船乗船体験や一夜干作りなどの加工体験、釣りの仕掛け作り等の漁業

体験が出来る水産教室を継続して実施し、漁業の知識と現状の周知を図

る。 

・漁協と漁業者は漁連、行政と連携し、新規漁業就業者総合支援事業を活

用し、漁業就業者の確保育成を図る為、刺網漁業等と就業希望者のマッ

チング等を行い新規漁業就業者の着業環境の向上を図る。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により漁業コストを基準年より５．２％削減する。 

・漁船の燃費向上のため、船底清掃を定期的に実施するとともに、減速航

行を行うことにより燃料経費の削減を図る。 

・漁業経営セーフティーネット構築事業への加入により、燃油価格の高騰

に備える。 

活用する支援措

置等 

・離島漁業再生支援交付金（①、②、③） 

・新規漁業就業者総合支援事業（④） 

・漁業経営セーフティーネット構築事業（コスト削減） 

 



（４）関係機関との連携 

行政、水産団体、流通業者等との連携を図り取組の実現を目指す。 

 
４ 目標 

（１）数値目標 

漁業所得の向上  ％以上 基準年 平成 年度：漁業所得        円 

目標年 平成 年度：漁業所得        円 

 
（２）上記の算出方法及びその妥当性 

 

 ※算出の根拠及びその方法等について詳細に記載し、必要があれば資料を添付すること。 

 
５ 関連施策 

  活用を予定している関連施策名とその内容及びプランとの関係性 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

離島漁業再生支援 

事業 

活魚施設の整備、加工品製品開発、販路拡大の開拓 

漁業セーフティーネ

ット構築事業 

燃油高騰に備え、漁業コスト削減を図る。 

※関連事業には、活用を予定している国（水産庁以外を含む）、地方公共団体等の補助金・基金

等を記載。ただし、本欄への記載をもって、事業の活用を確約するものではない。 

※具体的な事業名が記載できない場合は、「事業名」は「未定」とし、「事業内容及び浜の活力 

再生プランとの関係性」のみ記載する。 


